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◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２３，０００－
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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9346 公開特許 循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 平.11-13 93点 ￥23,300
No,9345 〃 浴水の活性化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,600
No,7587 〃 〃 昭.61-平.4 72点 ￥21,300
No,7550 〃 浴槽自動洗浄装置の構造 平.3-4 88点 ￥26,400
No,8784 〃 循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 平.10 79点 ￥26,700
No,8785 〃 簡易浴槽の構造と装置 平.5-10 73点 ￥24,600
No,9170 〃 浴室のリフォーム方法と部材 平.5-12 67点 ￥23,400
No,9171 〃 バリアフリー型浴室の構造 平.5-12 119点 ￥29,700
No,8532 〃 サウナ・ユニットの構造と装置 平.5-9 74点 ￥26,400
No,8433 〃 洗濯機用防水パンの構造 平.5-9 61点 ￥19,800
No,9031(B) 〃 防水床パンの構造と製造方法 平.12 117点 ￥30,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.11 118点 ￥30,000
No,8640 〃 〃 平.10 90点 ￥28,700
No,8372 〃 〃 平.9 113点 ￥30,000
No,8231(B) 〃 〃 平.8 118点 ￥31,400
No, 〃 (A) 〃 〃 平.7 104点 ￥28,600
No,9032 登録特許 〃 平.9-12 153点 ￥37,000
No,8213 公告特許 〃 平.6-8 84点 ￥29,600
No,6983 公開特許 浴槽水の浄化方法と装置 昭.63-平.1 156点 ￥36,600
No,7085 〃 〃 平.2 106点 ￥26,400
No,7165 公告特許 〃 昭.60-平.2 65点 ￥20,000
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1 浴槽の残湯利用装置 松下電器産業株式会社 44 風呂の残り水再利用装置 株式会社河合楽器製作所

2 風呂装置 リンナイ株式会社 45
浴槽内の残り湯を水洗式便器の洗浄
水として再利用する方法

吉永　裕史

3 洗濯機への浴槽水の供給方法 高木産業株式会社 46 送水装置及び連結具 高木産業株式会社

4 浴槽内残り湯再利用システム 株式会社フジタ 47 給湯風呂ユニット 松下電器産業株式会社

5 水廻設備 東陶機器株式会社 48 節水装置 伊藤　彰

6 浴槽内温水の循環噴射装置 森山　益夫 49 ユニットバスルーム 東陶機器株式会社

7 残り湯利用ユニットバス 株式会社フジタ 50 水の再利用システム 株式会社イナックス

8 浴槽装置 積水化学工業株式会社 51 浴槽水再利用装置 積水化学工業株式会社

9 ポンプを側壁に装着した浴槽 大加茂　和樹 52 浴槽装置 東陶機器株式会社

10 排水再利用システム 株式会社間組 53
浴槽内残り湯の水洗便器給水タンクへ
の利用装置

株式会社　ライフサプライ

11 風呂の残り湯再利用給水装置 吉田　和夫 54 風呂の残り湯再利用給水構造
ヤマハリビングテック株式会
社

12 浴槽 株式会社イナックス 55 浴槽残り湯利用システム 株式会社ハーマン

13 入浴水のリサイクルシステム 積水化学工業株式会社 56 浴槽残り湯利用システム 株式会社ハーマン

14
浴槽残り湯及び雨水を水源とした水利
用と地下水涵養装置並びにロータンク
用給水補助具

大井　益二 57 浴室構造及び浴室用防水パン 大和ハウス工業株式会社

15 浴槽水循環装置 東陶機器株式会社 58 給水ユニット及び給水装置 高木産業株式会社

16 残り湯回収装置 東陶機器株式会社 59 浴槽水利用装置 松下電器産業株式会社

17 浴槽水利用のトイレ洗浄水供給装置 山上　純呼 60 上階浴室排水の配管構造 積水化学工業株式会社

18
風呂残り湯または雨水の有効利用シス
テム

西部瓦斯株式会社 61 浴槽水再利用装置のストレ―ナ 積水化学工業株式会社

19 水洗トイレに外部水の給水装置 井端　義輝 62 雨水と浴槽残り湯の再利用装置
有限会社プランニングコア
建築事務所

20 浴槽水再利用機構 積水ハウス株式会社 63 浴槽残り湯の再利用装置 東陶機器株式会社

21 洗濯注湯ユニットの制御方法 株式会社ノーリツ 64 トイレ注水装置 高木産業株式会社

22 洗濯注湯ユニットの制御方法 株式会社ノーリツ 65 トイレ洗浄装置 東陶機器株式会社

23 バスユニット 株式会社岡部ロック 66 風呂の排水再利用方法とその装置 日本エコロジー有限会社

24 給水装置 浅野　二郎 67 水再利用装置 鎌倉　冨三郎

25 再生水の供給装置 松下電工株式会社 68 家庭用雑排水再生利用装置 愛知電機株式会社

26 水リサイクルシステム 株式会社虹の森工房 69 浴槽水利用装置 株式会社ノーリツ

27
浴槽水再利用装置および水洗便所ユ
ニット

有限会社福永博建築研究
所

70 浄化機能付き給湯風呂装置 松下電器産業株式会社

28
重力により風呂の残り湯を再利用する
住宅

鈴木　達矢 71 浴槽排水及び雨水のリサイクル装置 東海ホームズ株式会社

29
使用済み風呂水の多用途利用システ
ム装置

岩田　正稔 72 洗濯注水ユニットの制御方法 リンナイ株式会社

30
家庭用水再利用装置および家庭用水
再利用システム

松下電工株式会社 73 給水装置 リンナイ株式会社

31 給水装置 リンナイ株式会社 74 浴槽の残り湯利用装置
株式会社喜多村合金製作
所

32
強制循環風呂付き給湯器のバスアダ
プタ

パロマ工業株式会社 75 水洗トイレット装置 鎌倉　冨三郎

33 生活排水リサイクルシステム 昭和鉄工株式会社 76 浴槽装置 東陶機器株式会社

34 浴槽 積水化学工業株式会社 77 浴湯回収保存装置 東陶機器株式会社

35 残り湯回収装置 株式会社イナックス 78 浴槽内の冷水利用システム 東陶機器株式会社

36 風呂の残り水の再利用装置 山上　純呼 79 浴槽水取込みユニット 東陶機器株式会社

37 風呂の残り湯の有効利用方法 小島　佑介 80 浴槽残り湯再利用システム 東陶機器株式会社

38
全自動洗濯機接続ユニットと給水制御
方法及び排水制御方法

株式会社イナックス 81 トイレ洗浄水供給装置 岡本　好晃

39 洗濯注水装置 高木産業株式会社 82 給水装置 東陶機器株式会社

40
浴室排水のオゾン水による浄化再利
用装置

株式会社イナックス 83 給水装置 松下電工株式会社

41 水のリサイクルシステム 株式会社ダスキン 84 浴槽水または雨水利用システム 東陶機器株式会社

42 風呂残り湯再利用装置 東陶機器株式会社 85 浴槽水または雨水利用システム 東陶機器株式会社

43 浴槽水再利用システムの殺菌装置 積水ハウス株式会社 以下１５点省略

浴槽残湯再利用システム　　　No.9616

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　１００点

CD-ROM版　　　￥23,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥34,000　）




